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2011 年度第 9 回常任理事会議事録
1. 開催日時(場所)
2011 年 12 月 10 日(土) 15:35～19:00 (西条温泉とくら)
当初予定は 17:00 からであったが，急きょ，時間を早めた．
2. 常任理事会成立の条件
長野県フットサル連盟規約 Rev12 第 22 条「常任理事会の定足数」(3 名以上)により，下記出席者を以って
長野県フットサル連盟常任理事会として成立条件を満たしている．
出席者(敬称略)：
滝澤正，竹下英三，菊地智之，萩原慶一郎
遅刻 柳澤健司(16:40)
従って，下記議事内容は常任理事会として成立したので，採決結果を含め議事録として記録する．
3. 付議内容
長野県フットサル連盟規約 Rev12 第 20 条に規定されているとおり，事前に通知された案内(11/29 発信
Rev01)に記載された付議内容は以下であることが確認された．
■ 報告事項
[1] 長野県Ｆリーグの問題点と改善策について(状況報告)
■ 協議事項
[1] 2012 年度各種大会のスケジュールについて
[2] 2012 年度長野県フットサルリーグのスケジュールについて
■ 追認事項
[1] 2012 第 06 回長野オープン U23 選抜フットサル大会について
[2] 大学のカップ戦について
[3] NACHO の PUMA CUP 辞退の件について
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4. 配布資料の確認
常任理事会の円滑な運営を行うべく，資料の事前配布を依頼したが，今回も期日が守られていない状況で
あり，リーグ委員会においては，未だ提出されていない状況である(常任理事会開催日の 10:01 ごろに県リー
グ運営委員長よりメールで配信されたが)．
まさに個人の資質の問題であり，常任理事会はこれを最重要課題と認識付けた．
5. 報告事項
[1] 長野県Ｆリーグの問題点と改善策について(状況報告)
担当役員丌在のため報告されなかった．
6. 協議事項
[1] 2012 年度各種大会のスケジュールについて
①

第 09 回全日本女子フットサル選手権大会
担当役員：笠原理事
大会期日：04/07(土)～08(日)
開催場所：塩尻市内の中学校を予定
状況：
本大会は女子選手の競技力向上と，選手の発掘であるが，近年，参加チーム数が激減している
状況である．本年度は参加チーム数を 8 チームとしたが，参加したチームは 2 チームであった．
現時点で参加見込みはアンテロープ塩尻，諏訪双葉高校，大町北高校，松本大学，信州大学，
フルールの 6 チームである．
大会実行委員長より，常任理事会で 8 チーム募集が決定し，結果的にそのチーム数に達しない
場合は責任が取れないとの発言があった．しかし，当連盟の役割として，上述した女子選手の競
技力向上および発掘であり，我々の募集方法が正しいのか否かの分析が未完な状況で，結論ば
かりを論じても役割を果たしたことにならないと結論づけた．
従って，次年度以降，チームの募集方法ならびに，参加チーム数を増やすための試みを協議す
ることとした．出されたアイデアは，女子選手をターゲットとしたイベント開催など．継続して大会実
行委員会案件とした．
参加費は\15,000-とした．
保留事項：
・ 開催予定日は中学校の入学式などがある．開催場所確保は可能なのか？
・ 募集開始は 2012 年 02 月 13 日を予定したが，担当役員の準備は？
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②

第 08 回全日本大学フットサル大会
担当役員：金井理事
大会期日：06/02(土)～03(日)
開催場所：ながたドームを予定
状況：
過去に 2 チーム(松本大学，信州大学)のみの参加であった．募集タイミングで，大学側に直接連
絡をしたが，大学側が把握しきれていないサークル活動的なチームが多く，大学に案内送付をし
てもチームまで届いていなかったことが判明している．本年度開催予定の大学カップ戦から，本
大会に出場してもらう，もしくは，地区リーグまたは連盟登録外のリーグに参加しているチームに対
して，直接，本大会出場の打診を行い，参加チーム数を確保していきたい．
保留事項：
・ 募集方法の確立
・ 参加費の見直し(参加チーム数が少なければ大会経費のみ増加し，運営困難な状況)

③

第 28 回全国選抜フットサル大会北信越大会
担当役員：滝澤理事長
大会期日：08/04(土)～05(日)
開催場所：南長野運動公園内体育館を予定
保留事項：現状，特になし．

④

NAGANO FUTSAL SUPER CUP 2012
担当役員：菅原副会長
大会期日：08/19(日)
開催場所：長野市ホワイトリングを予定
保留事項：現状，特になし．

⑤

第 03 回全日本女子ユース(U15)フットサル大会
担当役員：笠原理事から井上理事に変更
大会期日：10/20(土)～21(日)
開催場所：上松町内体育館を予定
保留事項：現状，特になし．
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⑥

PUMA CUP 2013 第 18 回全日本フットサル選手権大会第 17 回長野県大会
担当役員：菊地常任理事
大会期日および開催場所：
一次ラウンド(予選リーグ)：10/28 芝沢，11/04 筑北，11/11 芝沢，11/28 筑北
代表者会議：11/25(日)長野市ホワイトリングを予定
二次ラウンド(決勝リーグ)：12/08(土) 南長野運動公園，松本平広域公園スカイパーク体育館
決勝トーナメント：12/09(土) 南長野運動公園
決定事項：
・ 一次ラウンドの全試合はチーム帯同審判員とするが，二次ラウンドの主審は長野県サッカー協
会からの派遣審判員とし，第二審判と記録，および，第三審判とタイムキーパーをチーム帯同
とする．決勝トーナメントについては，記録のみチーム割当てとする．
・ 試合時間は，決勝トーナメント以降の全試合を 40 分プレーイング(インターバル 10 分)とする．
また，二次ラウンドは 30 分プレーイングの現状維持であるが，インターバルを 7 分にする．
・ 一次ラウンドから，使用する会場を 08:30～21:00 までの予約とする．ただし，最終日を除く．ま
た，二次ラウンドで使用するスカイパークのサブは予約しない(南長野と同条件にさせるため)
保留事項：
・ ボールパーソンの割当てが丌明瞭であったため，事前に大会要項等で周知すること．
・ 参加費について，帯同審判員丌可なレフェリーフィーの値上げと，二次ラウンド以降のエントリー
フィーを値上げる(二次ラウンド以降の主審は派遣審判員であるため)．参加費については別途
大会実行委員会にて協議，決定すること．

⑦

第 18 回全日本ユース(U15)フットサル大会
担当役員：金井理事
大会期日：11/10(土)～11(日)
開催場所：塩尻市内の中学校を予定
保留事項：現状，特になし．

⑧

バーモントカップ第 22 回全日本少年フットサル大会
担当役員：柄沢理事
大会期日：11/23(金)～25(日)
開催場所：南長野運動公園，ホワイトリングを予定
保留事項：
・ 全試合を派遣審判としたらどうか？(F4 および F3 更新研修会の同時開催)
・ これに伴い，参加費の値上げを予定．
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⑨

第 10 回長野県少年フットサル大会
担当役員：柄沢理事
大会期日：02/03(日)
開催場所：ホワイトリングを予定

⑩

第 07 回長野オープン U23 選抜フットサル大会
担当役員：未定
大会期日：02/09(金)～11(日)
開催場所：南長野運動公園(3 日間)，戸倉体育館(2 日間)

[2] 2012 年度長野県フットサルリーグのスケジュールについて
担当理事丌在のため協議できず．ただし，県リーグ運営委員長よりメールで予定が配信されているため，
2012 スケジュールに包含し，継続協議とした．
7. 追認事項
予定した追認事項 3 件について，時間的拘束から協議できず．常任理事宛てメーリングリストで協議する．
8. 次回常任理事会開催について
第 10 回常任理事会は 2012 年 01/08(日) 18:00～筑北にて開催する．
予定されている議事内容は以下のとおり．
(1) 長野県Ｆリーグの問題点と改善策について(状況報告)
(2) 大学カップ戦の実施要項
(3) 2012 第 06 回長野オープン U23 選抜フットサル大会の協賛活動について
以上
(文責：滝澤 正)

